
催事開催情報

2019/5/17 (金) 海水資源・環境シンポジウム 2019
千葉工業大学 津田沼キャンパ

ス

日本海水学会

海水資源・環境研究会

2019/5/18 (土) ～ 2019/5/20 (月) 2019年度日本水産工学会学術講演会 福井県立大学 日本水産工学会

2019/5/19 (日) ～ 2019/5/24 (金)

第27回原子力工学国際会議

27th International Conference on Nuclear

Engineering (ICONE27)

TSUKUBA International

Congress Center
(一社) 日本機械学会 http://www.icone27.org/

2019/5/22 (水) ～ 2019/5/23 (木)
第1回JSCE-ASCEインフラレジリエンスに関する国際

シンポジウム
東京都 土木学会 講堂 (公社) 土木学会

2019/5/22 (水) ～ 2019/5/24 (金)
第31回｢電磁力関連のダイナミクス｣シンポジウム

(SEAD31)

東京工業大学 すずかけ台キャ

ンパス
(一社) 日本機械学会

2019/5/28 (火) ～ 2019/5/29 (水) 第62回年会（第68回研究発表会）
東京都江戸川区タワーホール

船堀
(公社) 石油学会

2019/5/30 (木) ～ 2019/5/31 (金)
海洋音響学会2019年度研究発表会・総会・表彰式・懇

親会

東京工業大学

ロイアルブルーホール
NPO法人海洋音響学会

2019/5/30 (木) ～ 2019/5/31 (金) 2019年度海洋理工学会春季大会
東京海洋大学 越中島キャンパ

ス　85周年記念会館
海洋理工学会

2019/5/30 (木) ～ 2019/5/31 (金) 日本航海学会第140回講演会・研究会
(国研) 海上･港湾･航空技術研

究所 電子航法研究所
(公社) 日本航海学会 https://j-nav.org/

2019/6/3 (月) ～ 2019/6/4 (火) 2019年 日本船舶海洋工学会 春季講演会・定時総会 長崎県勤労福祉会館 日本船舶海洋工学会

2019/6/3 (月) ～ 2019/6/5 (水) 第140回(2019年度春季)学術講演会 早稲田大学 国際会議場 (公社) 物理探査学会 http://www.segj.org

2019/6/4 (火) ～ 2019/6/5 (水)

第66回(2019年度春季)学術講演会

The 66th Conference of the Remote Sensing

Society of Japan

東京電機大学 鳩山キャンパス

本館

(一社) 日本リモートセンシン

グ学会

http://www.rssj.or.jp/act/co

nference/66th_spring/

2019/6/5 (水) ～ 2019/6/7 (金)
JISSO PROTEC 2019（第21回 実装プロセステクノロ

ジー展）
東京ビッグサイト 西ホール (一社) 日本ロボット工業会

https://www.jara.jp/jissoprot

ec2019/index.html

2019/6/6/(木) ～ 2019/6/7 (金) 2019年度日本海水学会第70年会 徳島大学 常三島キャンパス 日本海水学会

2019/6/7 (金) 第39回絶縁油分科会研究会発表会 京都リサーチパーク (公社) 石油学会

2019/6/9 (日) 2019年度 学術大会 上智大学 環境法政策学会

2019/6/12(水) ～ 2019/6/13 (木) 2019年石油技術協会 春季講演会
国立オリンピック記念青少年

総合センター
石油技術協会
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2019/7/13 (土) ～ 2019/7/14 (日)
WET 2019 （The Water and Environment

Technology Conference 2019）
大阪大学 吹田キャンパス (公社) 日本水環境学会

https://www.jswe.or.jp/extra

/wet2019/index.html

2019/7/19 (金) ～ 2019/7/20 (土) 日本沿岸域学会 2019 年度全国大会（大阪）
大阪市 大阪府立大学 I-site な

んば
日本沿岸域学会

2019/9/5 (木) ～ 2019/9/6 (金)
第22回日本水環境学会シンポジウム

The 22nd JSWE Symposium

北海学園大学工学部 山鼻キャ

ンパス
(公社) 日本水環境学会

https://www.jswe.or.jp/even

t/symposium/index.html

2019/9/8 (日) ～ 2019/9/11 (水) 日本機械学会 2019年度年次大会 秋田大学 手形キャンパス (一社) 日本機械学会
https://www.jsme.or.jp/conf

erence/nenji2019/

2019/9/8 (日) ～ 2019/9/11 (水)

平成31年度公益社団法人日本水産学会秋季大会

The 2019 autumn meeting of the Japanese

Society of Fisheries Science

福井県立大学 永平寺キャンパ

ス
(公社) 日本水産学会

2019/9/16 (月) ～ 2019/9/20 (金) 2019年度日本地震学会・日本地震工学会合同大会 京都大学 吉田キャンパス (公社) 日本地震工学会

2019/9/17 (火) ～ 2019/9/19 (木) 2019 年度 秋季全国大会 東北大学 青葉山キャンパス (一社) 溶接学会 http://www.jweld.jp/

2019/9/21 (土) ～ 2019/9/20 (金) 水産工学国際会議（ICFE2019） 長崎大学 日本水産工学会
http://www.jsfe.gr.jp/icfe20

19/

2019/9/23 (月) ～ 2019/9/24 (火)

設計とコンカレントエンジニアリングに関する国際会

議、および生産システムに関する国際会議2019

(iDECON/MS2019)

東北大学 片平キャンパス 流体

科学研究所
(一社) 日本機械学会

2019/9/23 (月) ～ 2019/9/25 (水) 日本地質学会第126年学術大会 山口大学 吉田キャンパス 日本地質学会

2019/9/24(火) ～ 2019/9/26(木) 資源・素材学会：資源・素材2019（京都） 京都大学 桂キャンパス (一社) 資源・素材学会

2019/10/2 (水) ～ 2019/10/4 (金)
第89回（平成31年）マリンエンジニアリング学術講演

会
函館アリーナ

(公社) 日本マリンエンジニア

リング学会

2019/10/7 (月) ～ 2019/10/11 (金)

実験力学の先端技術に関する国際会議

(ATEM’19)International Conference on Advanced

Technology in Experimental Mechanics 2019

新潟市 朱鷺メッセ (一社) 日本機械学会

2019/10/10 (木) ～ 2019/10/12 (土)
2019年度研究発表会・第23回海洋深層水利用学会全

国大会
鹿児島甑島 海洋深層水利用学会

2019/10/15 (火) ～ 2019/10/18 (金) CEATEC 2019（シーテック 2019） 幕張メッセ CEATEC実施協議会
https://www.ceatec.com/ja/

application/

2019/10/20 (日) ～ 2019/10/23(水)

資源・素材学会：第23回国際生物湿式冶金学シンポジ

ウム

International Biohydrometallurgy Symposium

アクロス福岡 (一社) 資源・素材学会
http://www.ibs2019fukuoka.

jp/
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2019/10/25 (金) ～ 2019/10/26 (土) 日本航海学会第141回講演会・研究会 海峡メッセ下関 (公社) 日本航海学会 https://j-nav.org/

2019/10/31 (木) ～ 2019/11/1 (金) 山形大会(第49回石油・石油化学討論会) 山形市 山形テレサ (公社) 石油学会

2019/11/17 (日) ～ 2019/11/21 (木)
APMF 2019 (Asia Pacific Measurement Forum on

Mechanical Quantities, 2019)

朱鷺メッセ 新潟コンベンショ

ンセンター
(公社) 計測自動制御学会

https://unit.aist.go.jp/riem/ft

-std/apmf2019/

2019/11/19 (火) ～ 2019/11/21 (木)
第36回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シ

ンポジウム
アクトシティ浜松 (一社) 電気学会

2019/11/21 (木) ～ 2019/11/22 (金) 2019年 日本船舶海洋工学会 秋季講演会
姫路西はりま地場産業セン

ター
日本船舶海洋工学会

2019/11/23 (土) ～ 2019/11/25 (月) システム・情報部門学術講演会(SSI2019) 千葉大学 西千葉キャンパス (公社) 計測自動制御学会
https://ssi2019.sice.or.jp/ind

ex.php

2019/11/27 (水) ～ 2019/11/29 (金) IIFESアイアイフェス 東京ビッグサイト
(一社) 日本電機工業会

(一社) 日本電気制御機器工業

2019/11/28 (木) ～ 2019/11/29 (金)

第67回(2019年度秋季)学術講演会

The 67th Conference of the Remote Sensing

Society of Japan

岐阜商工会議所
(一社) 日本リモートセンシン

グ学会

2019/12/12 (木) ～ 2019/12/14 (土)
第20回計測自動制御学会システムインテグレーション

部門講演会 (SI2019)
香川県 サンポート高松 (公社) 計測自動制御学会

https://sice-

si.org/conf/si2019/

2019/12/18 (水) ～ 2019/12/21 (土) 2019国際ロボット展（iREX2019） 東京ビッグサイト
(一社) 日本ロボット工業会

(株) 日刊工業新聞社

https://biz.nikkan.co.jp/eve/i

rex/

2020/3/16 (月) ～ 2020/3/18 (水)

第54回日本水環境学会年会

The 54rd Annual Conference of Japan Society on

Water Environment

岩手大学 (公社) 日本水環境学会
http://www.jswe.or.jp/event

/lectures/index.html#about


